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要旨 

本研究では，半径方向力と回転トルクを同時に発生させる主軸モータを使用する．これにより，主軸の回転運動と主軸の軸心の位置制御

を行い，内筒形状を高精度に加工できる高機能主軸を開発する．ここでは，主軸先端点の位置制御に必要な制御モデルの構築と，主軸先

端点の位置制御を行うため，バネ-ダンパ系の制御の際のパラメータである等価質量，バネ定数，減衰係数を同定した結果について報告す

る． 

 

1．研究目的・意義 

 近年地球温暖化対策のため電気自動車の普及と内燃機関のさら

なる効率化が求められている．EVモータ用ケーシングでは，熱変

形等により真円度が数十[m]程度に，自動車内燃機関もヘッド，

シリンダ間を締結する際の弾性変形と熱変形で数十[m]程度の非

円形断面形状となる．従来のダミーヘッド締付けによるボーリン

グ加工では熱変形を考慮した加工が不可能で，十分な形状精度は

得られない．現在この形状を加工することができる内筒加工方法

や加工用工具の開発が求められている．そこで本研究では，半径

方向力と回転トルクを同時に発生させるモータをビルトインした

主軸の位置制御を行う事を目的とする． 

 先行研究では半径方向力と回転トルクを同時に発生させる事が

できるモータをビルトインした主軸を開発し，軸心の位置制御を

行うことを可能とした．さらに，剛性の測定を行い，スピンドル

の支点位置を確認し，線形的にスピンドルが変位することを利用

して，スピンドルの運動方程式からスピンドルの軸心位置の制御

モデルを作成した．ここで，未知パラメータであるとしてバネ-ダ

ンパ系のパラメータを同定する必要がある． 

 本報では，スピンドルの位置制御系の性能評価としてステップ

応答による動特性を確認した．さらに，バネ-ダンパ系の制御の際

のパラメータであるばね定数，等価質量，減衰係数のパラメータ

を同定した結果について報告する． 

 

2．提案する主軸 

 主軸軸心位置の制御により工具先端位置を制御する主軸を開発

した．開発した主軸ユニットを図１に示す．主軸ユニットには，

主軸の回転および位置制御が同時に可能となるベアリングレスモ

ータが組み込まれている． 

 ベアリングレスモータは磁気軸受の機能があり，さらに回転制

御と半径方向力の制御ができるため 1)，半径方向力の制御と回転

制御を同時に行い，軸心位置を回転させながら回転角度位置と同

期して位置制御が可能となる．それによって工具先端位置を制御

させ，目的の形状を加工することができる．軸心位置制御の概要

を図 2 に示す．図より，モータから半径方向力を受けたスピンド

ルは図 1 および 2 中に示す点を支点として，歳差運動分を伴って

先端点が変位することになる． 

 

 
Fig.1 Schematic diagram of active center position control spindle 

 

 
Fig.2 Control method for spindle center position by bearingless motor 

 

3．伝達関数の確認 

 主軸を図 3のような P-I-P位置制御系で，x軸正方向に 5[m]の

ステップ指令値を与え，変位，速度，それぞれの出力，支持制御

のための電流を測定する実験を行い，伝達関数を求めた．伝達関

数の振幅比を図 4 に示す．図より，主軸の共振周波数を確認する

ことができる．そこで，1自由度振動系として取り扱い，質量，減

衰定数，バネ定数からなる制御モデルを構築する． 

 

4．ばね定数の同定 

 ばね-ダンパ系の位置制御をする際に用いるパラメータである

等価質量 m[kg]，ばね定数 k[N/m]，減衰係数 c[N/(m/s)]を x 方向，

y方向それぞれについて同定した．試作機前端部を引っ張り，静剛

性を測定した．また，試作機回転軸の前端部に対してハンマリン

グを行い，動剛性を測定した． 

 図 5 のように x，y 軸方向それぞれに静電容量センサを取り付

け，試作機回転軸の前端部を x，y方向に引っ張り，数秒程度で引

張力を変化させ，その時の引張力と変位を測定した．測定した引

張力と変位から静剛性を算出した．ここで，図 6 のように 2 つの

アンギュラ軸受間にある支点を基準として変位が発生するため，

ラジアル荷重に対する観測点変位から制御点での変位に換算して

x，y 方向ごとにプロットした．x 方向の引張力と変位との関係を

図 7 に示す．グラフを一次式で表した直線の傾きは力を変位で割

った値となるため，ばね定数はグラフの傾きから求める．これを

基に，試験機の実際の変位の挙動に合わせて，x，y方向それぞれ

のばね定数を同定した． 

 

 
Fig.3 Block diagram for axial center position control 

 

 
Fig.4 Amplitude of transfer function 
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Fig.5 Measuring method of static stiffness 

 

 
Fig.6 Spindle model 

 

 
Fig.7 Identification of static rigidity (x direction) 

 

5．等価質量の同定 

 動剛性の測定結果から求めた共振周波数とばね定数を用いて，

ラジアル方向に運動する等価質量を求めた．図 8 のように試作機

回転軸の前端部にレーザ変位計を取付け，回転軸の前端部に対し

てハンマリングを x，y方向に別々に行い，動剛性を測定した．図

9 に共振周波数付近の x 方向の主軸先端のハンマリング波形を示

す．図 9の結果から x方向のピーク周波数は 275[Hz]であることが

分かる．よってこの周波数を共振周波数とし，共振周波数の関係

から等価質量を x，y方向それぞれで同定した．共振周波数の関係

からばね定数を用いて等価質量を求める式を次式に示す． 

 

𝑓 =
1

2𝜋
√
𝑘

𝑚
  ・・・・（1） 

𝑚 =
𝑘

(2𝜋𝑓)2
  ・・・・（2） 

 

6．減衰係数の同定 

 x, y 方向に加振したハンマリング試験の結果から対数減衰率を

求めた．図 10 に x 方向のハンマリング試験の結果を示す．図 10

の x 方向のハンマリングの結果から測定した 1 波形目での振幅と

5波形目の振幅の比から，対数減衰率を求め，減衰係数を求めた．

y方向の減衰係数も同様に求めた． 

 パラメータ同定の結果 x，y のパラメータは表 1 のようになっ

た．x方向と y方向でパラメータの値が異なるのは，主軸を固定す

る構造に依存して，各方向によって異なる応答が得られることが

大きな要因であると考えられる．以上より，主軸系は x, y 方向の

バネ-ダンパ系のモデルとして図 11のように考えることができる． 
 

 
Fig.8 Measuring method of dynamic stiffness 

 

 
Fig.9 Dynamic rigidity(x direction) 

 

 
Fig.10 Logarithmic decrement (x direction) 

 

 
Fig.11 Two-way model of spindle 

 

Table1 Model parameters 

 Equivalent 
mass[kg] 

Spring 
constant[N/m] 

Damping 
coefficient[N/(m/s)] 

x 4.723 14100000 1340.643 

y 4.594 11700000 2233.628 

 

7．研究の結果とその意味 

 本研究では以下の成果が得られた．なお，本稿の内容のうち，

登壇者はスピンドルの性能評価の実験結果の解析と，パラメータ

の実験結果から各パラメータを同定する部分を担当した． 

1) ばね-ダンパ系の制御モデルで用いるばね定数，等価質量，減

衰係数の同定を行った． 

2) 主軸位置がベアリングレスモータの半径方向力により変位

することを確認した． 

3) 今後は，主軸軸心位置が非円形軌跡となるように制御実験を

行う． 
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